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平成２９年度環境測定分析統一精度管理ブロック会議について 

 

 

１．目 的 

  環境省が実施した平成 29 年度環境測定分析統一精度管理調査結果の評価や精度管理の

問題点を議論することにより、地方公共団体試験研究機関等の環境測定分析業務の信頼性

の確保と分析精度の向上を図ることを目的として開催する。 

 

２．主 催 

  全国環境研協議会（精度管理部会） 

  環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 

 

３．参加者 

  全国環境研協議会所属機関の環境測定分析に従事する職員 

  地方自治体において環境行政に従事する職員で参加を希望する者 

 

４．開催日・場所 

（1）北海道・東北ブロック  ３月 ６日（火）青森市 

（2）関東・甲信・静ブロック  ２月２７日（火）長野市 

（3）東海・近畿・北陸ブロック  ３月１３日（火）福井市 

（4）中国・四国ブロック  ３月 ９日（金）広島市 

（5）九州ブロック   ３月 ８日（木）北九州市 

 

５．会議の内容 

（1）環境測定統一精度管理調査結果について 

（2）環境測定分析における留意点及び精度管理について 

（3）その他 

 

６．その他 

（1）会議の庶務は、全国環境研協議会（精度管理部会）が行う。 

（2）環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室は、会議の庶務のうち、有識者及び調査

実施機関担当者の会議への派遣に関する事務を行う。 

 

参考１ 議事概要 

参考２ 開催場所、予定有識者等 
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参考 1  議事概要 

 

 

議事概要 

 

事項 時間 担当機関 

 

１ 開催の挨拶 

 

２ 環境測定分析統一精度管理調

査について 

 

３ 平成 29 年度環境測定分析統

一精度管理調査結果について 

 

 

（休憩） 

 

４ 環境測定分析における留意点

及び精度管理について 

 

 

 

 

 

５ 質疑応答 

 

６ 閉会の挨拶 

 

７ 閉会 

 

 

５分  

 

２０分  

 

 

２０分  

 

 

 

１０分  

 

６０分  

 

 

 

 

 

 

３０分  

 

５分  

 

開催機関の長 

 

環境省から調査目的、調査計画等につ

いての説明 

 

調査実施機関（請負先）から調査結果

の概要報告 

（公的機関の調査結果を中心として解

説） 

 

 

有識者 3 名(環境測定分析検討会統一

精度管理調査部会検討員)による調査

結果の報告（試料ごとに 20 分程度を予

定。分析上の問題点、分析結果に影響

する因子等について具体的かつ重点的

に解説。） 

 

 

 

開催機関 

次期開催機関 

（備考） 

１．進行は開催機関が行う。 

２．開催時間は、全体で 2時間 30 分程度。 

３．開催に当たっては、都道府県、政令指定都市の環境行政担当部局からも参加者を募集す

る。 

４．上記は、ブロック独自の講演等を実施しない例である（独自の講演等を実施する場合に

は、例えば、上記に追加する又は表中のいずれかの講演とかえる）。 
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参考２  開催場所、予定有識者等 

開催場所、予定有識者等 

 

支部名：北海道・東北 

開催幹事機関名：青森県環境保健センター 

開催日時：平成30年3月6日（火）13:30-16:00 

開催場所：青森市文化観光交流施設 ねぶたの家 ワ・ラッセ 交流学習室(2) 

     住所 青森市安方１－１－１ 

     電話 017-752-1311 

有識者氏名 ：岡井 貴司 国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質情報研究部門 地球

化学研究グループ長 

藤森 英治 環境省環境調査研修所教官 

大竹 貴光 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物質計測標準研究部門 

環境省職員   ：石関 延之 水・大気環境局総務課環境管理技術室室長補佐 

調査実施機関職員：鹿島 勇治 (一財)日本環境衛生センター環境科学部次長 

 

支部名：関東・甲信・静 

開催幹事機関名：長野県環境保全研究所 

開催日時：平成30年2月27日（火）13:30-16:00 

開催場所： JA長野県ビル 11A会議室 

     住所 長野市大字南長野北石堂町1177番地3 

     電話 026-236-3600 

有識者氏名 ：中里 哲也 国立研究開発法人産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 

計測技術研究グループ長 

西尾 高好 元日本環境衛生センター 

小林 憲弘 国立医薬品食品衛生研究所生活衛生化学部 第三室 室長 

環境省職員   ：石関 延之 水・大気環境局総務課環境管理技術室室長補佐 

調査実施機関職員：鹿島 勇治 (一財)日本環境衛生センター環境科学部次長 

佐々木 秀輝 (一財)日本環境衛生センター環境事業第二部課長代理 

 

支部名：東海・近畿・北陸 

開催幹事機関名：福井県衛生環境研究センター 

開催日時：平成30年3月13日（火）13:30-16:00 

開催場所：福井市地域交流プラザ（AOSSA ６F）研修室601BC 

     住所 〒910-0858 福井市手寄１丁目４－１ 

     電話 0776-20-1535 

有識者氏名 ：岡井 貴司   国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質情報研究部門 

地球化学研究グループ長 
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藤森 英治 環境省環境調査研修所 教官 

山本 貴士 国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 

主任研究員 

環境省職員   ：田路 龍吾 水・大気環境局総務課環境管理技術室室長  

調査実施機関職員：佐々木 秀輝 (一財)日本環境衛生センター環境事業第二部課長代理 

 

支部名：中国・四国 

開催幹事機関名：広島県立総合技術研究所保健環境センター 

開催日時：平成30年3月9日（金）13:30-16:00 

開催場所：広島県健康福祉センター７階 703中会議室 

     住所 〒734-0007 広島市南区皆実町1-6-29 

     電話 080-1644-5508 

有識者氏名 ：中里 哲也 国立研究開発法人産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 計

測技術研究グループ長 

       西尾 高好 （元）（一財）日本環境衛生センター 環境科学部 

松田 宗明 元愛媛大学農学部 

環境省職員   ：石関 延之 水・大気環境局総務課環境管理技術室室長補佐 

調査実施機関職員：佐々木 秀輝 (一財)日本環境衛生センター環境事業第二部課長代理 

 

支部名：九州 

開催幹事機関名：北九州市保健環境研究所 

開催日時：平成30年3月8日（木）13:30-16:00  

開催場所：ウェルとばた ３階 ３１、３２会議室 

     住所 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号 

     電話 093-871-7200 

有識者氏名 ：中里 哲也 国立研究開発法人産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 

計測技術研究グループ長 

西尾 高好 （元）（一財）日本環境衛生センター 環境科学部 

渡辺 靖二 環境省環境調査研修所 教官 

環境省職員   ：石関 延之 水・大気環境局総務課環境管理技術室室長補佐 

調査実施機関職員：佐々木 秀輝 (一財)日本環境衛生センター環境事業第二部課長代理 

 

（注）有識者、環境省職員、調査実施機関職員は、スケジュール調整等の都合により追加・変更

等があり得る。 
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【開催場所（地図）】 

○北海道･東北支部：青森市文化観光交流施設ねぶたの家 ワ・ラッセ 交流学習室(2) 

JR 青森駅から徒歩１分 

 
○関東・甲信・静支部： JA 長野県ビル 11A 会議室 

JR 長野駅から徒歩 10 分 
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○東海･近畿・北陸支部：福井市地域交流プラザ（AOSSA ６F）研修室 601BC 

・ＪＲ福井駅東口から徒歩１分 

・えちぜん鉄道「福井駅」から徒歩約１分 

・福井鉄道「福井駅」から徒歩約２分 

 

○中国･四国支部：広島県健康福祉センター７階 703 中会議室 

・路面電車（所要時間約 20 分） 

広島電鉄 5 号線（比治山下経由広島港行）「南区役所前」電停下車 

・バス（所要時間約 30 分） 

広島バス 26 号（旭町）循環線 「比治山橋」若しくは「皆実町一丁目下車」 
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○九州支部：ウェルとばた ３階 ３１、３２会議室 

 ・JR 鹿児島本線「戸畑駅」から徒歩約２分 

 

 


